伝

市 政 ニ ュ ー ス

32 高齢者安心生活講座

権利擁護、成年後見人制度等

33 医療講座

医療に関するテーマに応じて専門職員がお話します。

医療介護課
医療介護課
市民病院

昨年のいきいきスポーツランド

10

30

たい方。

「運動機能向上」
「栄養改善」
「口腔機能向上」等介護予防に関する
こと

医療介護課

24

ボランティア教室

国民健康保険・後期高齢者医療制度・介護保険制度について、
わかりやすく説明します。

3

●募集期間＝６月５日（火）〜７月
日（月）まで

福祉保健課

1

踊りや歌などさまざまなことを学

「劇団ふたり」がおくるがん対策講
29
がん検診の普及や予防について劇を取り入れた分かりやすい講座
座

んで施設で披露するなどの社会貢献

福祉保健課

●内容＝実行委員会により成人式関
連行事などの企画・運営を行う。

28 ハッピー串間市民大学出前セミナー 生活習慣病予防のための健康セミナー

をします。一緒に参加しませんか。

福祉保健課

10

●募集人数

27 壮年期のいきいき健康教室

紙芝居を作ろう

福祉保健課

いきいきした健康生活を送るための生活習慣病予防についてお話
します。

・平成 年度新成人者＝ 名

26 ヘルシークッキング

40 ～ 64 歳までの働き盛りの方を対象に食生活から健康を見直す
機会として料理教室を開催します（定員 20 名程度）
。

●日時＝６月〜翌３月（毎月第４火
曜、全 回）午後 時半〜 時半

学校政策課

串間に伝わる民話と伝説を題材に

５年後、10 年後、市内の学校がどう変わっていくかを説明、みん
なで考える。

・串間市在住者など＝若干名

25 未来の学校

●内容＝踊りなどの実技・学習

生涯学習課

紙芝居を手作りします。オリジナル

24 スポーツ出前講座

●定員＝ 名

生涯学習課

の紙芝居を保育園、学校、施設など

人権問題について基礎から学習します。
健康づくり運動、レクリエーション、ニュースポーツなどを紹介。
簡単な実技指導も行います。

71
−

●問い
 合わせ先＝串間市教育委員会
生涯学習課☎内線３７９

23「人権」について考えよう

●参加料＝無料

生涯学習課

で披露してみませんか。

生涯学習って何？生涯学習のまちづくりとは？

22

夏休みいきいきスポーツランド

22 生涯学習でいきいきライフ

●申込締め切り＝６月 日（金）

生涯学習課

●内容＝紙芝居作り

生涯学習課

郷土の歴史・遺跡などについて、わかりやすく、おもしろく解説し
ます。

全講座共通

古代のロマンを求めて！まずは考古学の基礎知識を学びます。

21 くしまの昔々

本 年 度 も 子 ど も と 大 人 が一緒 に

20 考古学に親しむ

●場所＝大束公民館（大束支所）

市立図書館

●日時
 ＝６月〜翌３月（毎月第２木曜
日、全 回）午後１時半〜３時半

図書館の利用方法や「司書」の役割などについてお話しします。

楽しめるニュースポーツを中心とし

19 図書館へ行こう！

24

10

２

監査委員事務局

名

18「監査」って何？

た『夏休みいきいきスポーツランド』

議会事務局

監査の種類、監査委員の仕事などについてわかりやすく解説しま
す。

を計画しています。開催日は７月下

市議会のしくみ、役割などについて、わかりやすくお話しします。

旬から８月上旬までです。

17 市議会について

●問い
 合わせ先＝串間市スポーツ推
進委員協議会（串間市教育委員会

市民生活課

内）☎内線３８０

「振り込め詐欺」を始めとする悪質商法、その手口を紹介し、対策
を考える。

16「振り込め詐欺」から自分を守る

●定員

市民生活課

串間市のゴミ処理状況等について説明いたします。

●問い
 合わせ先＝大束支所☎
０１１

15 ごみとリサイクル

●参加料＝無料

農政企画課

●申込締め切り＝６月 日（水）

上下水道課

「集落営農」で美しく豊かな田園都「担い手不足解消策」としての集落営農組織について、わかりやす
14
市へ
く説明します。

10 10

13

串間市《成人式》実行委員大募集！

都市建設課

下水道の目的、環境との関わり、みんなで学ぼう！

詳細については、後日チラシなど

公園あれこれ。利用者の優しい心づかいできれいな公園づくり。

13 もっと知りたい“下水道”

串 間 市 は 成 人 者 を 祝 う 事 業 につ

12 みんなの公園

地産地消料理教室

財務課

にてお知らせいたします。皆さまの

都市建設課

素敵な思い出をみんなで作りましょ

串間市の「幹線道路計画」と「建築規制・誘導」について説明します。

う若者の門出をお祝いしましょう。

串間市の“台所事情”をわかりやすく説明します。

11 都市計画について

●応募資格＝平成 年度に成人を迎
えられる方（平成４年４月２日〜

10 串間市の財政状況について

いて実行委員会を組織し、その企画

総務課

串間市の豊かな自然の中で育った

市役所の仕事について、勉強したい小学生に分かりやすくお話し
します。

参加をお待ちしております。

9 串間市役所を見学しよう！

から運営までを行いたいと考えてい

総務課

食材を使って楽しく調理します。調

市国際交流員とコミュニケーション、国際感覚を磨いて地球人に
なりましょう！

10

ます。一生に一度の成人式。成人者

8 めざせ！地球人

15

理を通して食の大切さや自然の恵み

総務課

自らの手で盛り上げてみませんか？

串間市の行財政改革の現状と今後の見通しをわかりやすくお話し
します。

を再認識してみませんか。

7 市民のための行財政改革

う。また市民の力で、市の将来を担

地震、風水害、火災等から身を守る一般的な予備知識、身近な防
総務課・消防本部
災対策、地域防災などについて説明します。

10

●内容＝食についての学習および調
理実習

6 防災教室

10

●日時＝６月〜翌３月（毎月第１金
曜日、全 回）午前 時〜正午

総合政策課

●定員＝ 名

あの『広報くしま』はこうして生ま 企画・取材・編集・校正などのノウハウを紹介。あわせて取材秘
れる
話も・・・

5

平成５年４月１日生）および串間

総合政策課

●参加料＝無料

4 押し寄せる“情報化”の波、波

電子自治体で便利になるの？住民に身近な情報化について、やさ
しく解説します。

市に在住・在勤または在学し、成

総合政策課

＊材料代は自己負担です。

3 市民協働で新たな公共サービス！

人者を祝う活動に積極的に参加し

総合政策課

市民、企業、NPO、地域づくり団体と行政が協働して、新たな公
共サービスを提供します。

[Information]

今回は、大束公民館での講座などについてお知らせいたします。

●申込締め切り＝６月 日（金）

総合政策課

2 「男女共同参画社会」って何だろ？

子どもからお年寄りまで、仲間と一緒に
いろいろなことを学んだり楽しんだり、
生涯学習にチャレンジしましょう。

20

担当課

「生涯学習だより」

●申込方法＝開催日の 日前ま
でに申込書をご提出ください。

容

＊申込書は生涯学習課または各
支所にあり。

●対象 ＝ 原 則 と し て 市 内 に 在
住・在勤、または在学するお

おむね 人以上の団体など。

●開催時間＝午前９時〜午後９
時までの２時間以内（祝日・

土・日曜日、年末年始は除く）
。

●場所＝市内限定（申込者の自

宅などでも可）
。

内

“くしま”地域づくりあれこれ。
※事務・イベント運営のノウハウを教えます。
性別を超え“自分らしく”生きることとは何か？
21 世紀世界の動向と事例解説。

31 いきいきはつらつ介護予防

Kushima City Public Relations, 2012.6, Japan

＊講座により日時・場所に制限
あり。

1 みんなで元気なまちづくり！

●講師料＝無料。

年度いけいけ出前講座

■いけいけ出前講座は市職員が講師となって
市民の皆さんのもとへ出向き、各種講座を開きます。

平成

講座名

30 なるほど！保険・医療制度

13

＊会場の手配や使用料、講座に
必要な材料などは主催者負担

のこと。

次の場合は受付できません

◎公の秩序を乱し、または善良
な風習を阻害するおそれのあ

るもの

◎政治・宗教、または営利を目
的とした催しなどを行うおそ

れのあるもの

◎その他、出前講座開設の趣旨
に反しているもの

●申込・問い合わせ先＝教育委
員会生涯学習課☎内線３７９

24

番号

10

広報くしま

12

